
男子100m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

3-1003 小笹　幸平 ｺｻﾞｻ ｺｳﾍｲ 男子 東洋大

2007 上田　和志 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼ 男子 山口大

8-662 宮崎　孝 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 男子 九州大医学部

1461 松村　渉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 環太平洋大

4203 内海　佑弥 ｳﾁｳﾐ ﾕｳﾔ 男子 山口合同ガス

1572 塩山　健一 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 男子 防府高

4131 松崎　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 白銀AC

1469 田中　亮斗 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 男子 西京高

673 田村　紀樹 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 下関商業高

8-352 志賀　洵介 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 福岡大

1-182 堤　亘平 ﾂﾂﾐ ｺｳﾍｲ 男子 北海道大

1433 作華　陸 ｻｯｶ ﾘｸ 男子 山口高

4666 能美　新吾 ﾉｳﾐ ｼﾝｺﾞ 男子 ＯＰＣ

5620 前原　大地 ﾏｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 ＨＳＣ

1525 小川　聖斗 ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 男子 山口県鴻城高

7-879 藤野　雄基 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 男子 徳山大

1791 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 田部高

4128 村谷　康孝 ﾑﾗﾀﾆ ﾔｽﾀｶ 男子 白銀AC

7-1019 坪根 勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 男子 岡山商科大

3636 佐々木　信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 下松市陸協

7-1015 宮本 泰成 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 岡山商科大

7-1018 椙山 祥吏 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳﾘ 男子 岡山商科大

261 宮田　至道 ﾐﾔﾀ ﾉﾘﾐﾁ 男子 誠英高

5621 山本　祐一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 男子 ＨＳＣ

8-879 藤原　厚志朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾛｳ 男子 九州共立大

1687 藤岡　翔大 ﾌｼﾞｵｶ ｼｮｳﾀ 男子 宇部鴻城高

2024 金子　将大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 男子 萩商工高

1794 友松　弘斗 ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾛﾄ 男子 田部高

8-15 杉本　翔平 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 男子 九州工業大

1927 岡本　隆伴 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾄﾓ 男子 下関南高

1722 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 男子 宇部高専

1836 河本　真成 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 男子 下関西高

7-838 大谷 龍矢 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 男子 岡山商科大

1564 古木　宏典 ﾌﾙｷ ｺｳｽｹ 男子 山口高

1282 池田　佳生 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 男子 新南陽高

4416 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 男子 東ソー

1816 末廣　俊乃輔 ｽｴﾋﾛ  ｼｭﾝﾉｽｹ 男子 豊浦高

7-211 下瀬　裕 ｼﾓｾ ﾕｳ 男子 広島経済大

1216 大楽　憲矢 ﾀﾞｲﾗｸ ｹﾝﾔ 男子 光高

1470 日隈　凌 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 西京高

19 蒲生　望 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 男子 山口高

1708 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 男子 慶進高

4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男子 東ソー

1704 香具　壮 ｺｳｸﾞ ﾀｹｼ 男子 慶進高

7-803 瀬田　大輔 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 東ソー

2099 野原　宏児 ﾉﾊﾗ ｺｳｼﾞ 男子 萩高

7-842 胡麻本 将大 ｺﾞﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡山商科大

1421 松田　康平 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男子 防府商工高

1556 弘中　瑠偉輝 ﾋﾛﾅｶ ﾙｲｷ 男子 山口県鴻城高

7-448 佐賀　祐介 ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 男子 山口大

5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 ＨＳＣ

2060 仙田　優太 ｾﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 田部高

1392 杉山　拓哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 男子 防府高

1811 内田　凌汰 ｳﾁﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 男子 豊浦高

7-229 松本　隆之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 男子 下関市立大

1565 藤井　雄大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 山口高

804 岩田　惇希 ｲﾜﾀ ﾄｼｷ 男子 西京高

1393 廣政　伸太 ﾋﾛﾏｻ ｼﾝﾀ 男子 防府高

1617 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 宇部高

1309 國廣　隼平 ｸﾆﾋﾛ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 徳山高専

1466 倉増　遼太郎 ｸﾗﾏｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 西京高

7-1104 田内　祥汰 ﾀｳﾁ ｼｮｳﾀ 男子 下関市立大

4663 馬渕　竜希 ﾏﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ 男子 ＯＰＣ

1624 廣本　雅大 ﾋﾛﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 男子 宇部高

2126 吉岡　雄太 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾀ 男子 萩高

1468 後藤　慎平 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 西京高

4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 男子 山口合同ガス

1940 池﨑　亮祐 ｲｹｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 田部高
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3603 梅本　健吾 ｳﾒﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 男子 下松市陸協

1663 岡村　悠矢 ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 小野田工高

1647 小栗　祥立 ｵｸﾞﾘ ｼｮｳﾀ 男子 宇部工高

1131 畦森　智 ｳﾈﾓﾘ ｻﾄｼ 男子 華陽中

1769 綿屋　伊織 ﾜﾀﾔ ｲｵﾘ 男子 宇部高

696 大賀　正彦 ｵｵｶﾞ ﾏｻﾋｺ 男子 西京高

7-1206 田中　博 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 男子 山口大

1419 濱元　智成 ﾊﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ 男子 防府商工高

1783 三家本　翔 ﾐｶﾓﾄ ｼｮｳ 男子 宇部鴻城高

863 新井　誠也 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 男子 宇部鴻城高

1592 渡邉　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 山口高

1735 秋貞　勇輝 ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 宇部工高

1558 山本　雄之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾉｽｹ 男子 山口県鴻城高

1620 工藤　将馬 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 男子 宇部高

4212 村中　洸輝 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 男子 山口合同ガス

1343 谷口　聖也 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 徳山高専

1588 米澤　凌 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 防府商工高

1762 吉武　希 ﾖｼﾀｹ ﾉｿﾞﾑ 男子 小野田高

1270 鈴木　孝佑 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 男子 南陽工高

2021 中原　信 ﾅｶﾊﾗ ﾏｺﾄ 男子 萩商工高

1519 栗田　光希 ｸﾘﾀ ｺｳｷ 男子 野田学園高

1532 奥野　佑斗 ｵｸﾉ ﾕｳﾄ 男子 高川学園高

1409 浅村　悟 ｱｻﾑﾗ ｻﾄﾙ 男子 防府商工高

3372 波多野　佑太 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳﾀ 男子 創新A.C

4 諸橋　瞬 ﾓﾛﾊｼ ｼｭﾝ 男子 光高

1543 清水　大地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 誠英高

2120 吉村　教史 ﾖｼﾑﾗ ﾀｶｼ 男子 大津緑洋高

1220 吉規　孝志 ﾖｼｷ ﾀｶｼ 男子 光高

1766 岩崎　啓 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾑ 男子 宇部高

1350 福田　拓夢 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 男子 徳山商工高

1341 河村　直英 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 男子 徳山高専

1007 寄元　大晃 ﾖﾘﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 男子 周防大島高

1871 吉村　峻 ﾖｼﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 下関中央工高

1580 土屋　響生 ﾂﾁﾔ ﾋﾋﾞｷ 男子 山口中央高

1471 小林　雅弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 男子 西京高

1420 福嶋　達也 ﾌｸｼﾏ ﾀﾂﾔ 男子 防府商工高

6 廣瀬　湧大 ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 光高

1542 吹上　泰之 ﾌｷｱｹﾞ ﾔｽﾕｷ 男子 野田学園高

3460 村崎　心哉 ﾑﾗｻｷ ｼﾝﾔ 男子 大島郡陸協

37 中島　博登 ﾅｶｼﾏ  ﾋﾛﾄ 男子 豊浦高

1077 大谷　修平 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 男子 徳山商工高

1243 内山　昂亮 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 徳山高

2014 小松　陸 ｺﾏﾂ ﾘｸ 男子 萩高

1929 西本　豊陸 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 男子 下関中央工高

1269 大橋　裕 ｵｵﾊｼ ﾕﾀｶ 男子 南陽工高

1527 藤本　司 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂｶｻ 男子 山口県鴻城高

1705 服部　勝也 ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾔ 男子 慶進高

1128 石山　惠然 ｲｼﾔﾏ ｻﾄｼ 男子 高水高

1866 網本　翔太 ｱﾐﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 下関中央工高

1631 山口　淳哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 宇部西高

1579 杉山　央 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 男子 野田学園高

1326 高橋　康介 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 男子 徳山高専

1727 井原　佳 ｲﾊﾗ ｹｲ 男子 宇部高専

5522 池田　博之 ｲｹﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ 男子 山口市陸協

1868 枡田　京 ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳ 男子 下関中央工高

1559 中村　優 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 男子 山口県鴻城高

1869 右寺　郁弥 ﾐｷﾞﾃﾗ ﾌﾐﾔ 男子 下関中央工高

2122 久保  龍平 ｸﾎ ﾞﾘｭｳﾍｲ 男子 大津緑洋高

5087 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 防府市陸協

1442 吉井　翔竜 ﾖｼｲ ｼｮｳﾘｭｳ 男子 防府西高

1240 荒礒　圭毅 ｱﾗｲｿ ﾖｼｷ 男子 徳山高

1777 竹原　基広 ﾀｹﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ 男子 宇部高専

34 村上　光希 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｷ 男子 小野田高

1949 野村　国央 ﾉﾑﾗ  ｸﾆｵ 男子 豊浦高

1781 伊藤　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 宇部鴻城高

1782 今井　僚 ｲﾏｲ ﾘｮｳ 男子 宇部鴻城高

1717 田代　翔也 ﾀｼﾛ ｼｮｳﾔ 男子 宇部高専

22 神田　慶彦 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 男子 徳山高
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27 池田　茄生 ｲｹﾀﾞ ｶｲ 男子 新南陽高

1571 末永　大稀 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 萩商工高

204 斉藤　智也 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 男子 萩商工高

36 山下　大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 萩商工高

1794 中谷　倫 ﾅｶﾔ ﾘﾝ 男子 野田学園中

2134 石川　竣一 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｲﾁ 男子 野田学園高

7-418 前田　祐欣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 防府市陸協
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1898 小田　大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 日本大

7-182 横山　佳佑 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 男子 環太平洋大

1572 塩山　健一 ｼｵﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 男子 防府高

673 田村　紀樹 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 下関商業高

1469 田中　亮斗 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 男子 西京高

1433 作華　陸 ｻｯｶ ﾘｸ 男子 山口高

8-352 志賀　洵介 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 福岡大

1526 渡邉　悠二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 山口県鴻城高

7-1019 坪根 勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 男子 岡山商科大

7-838 大谷 龍矢 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 男子 岡山商科大

1708 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 男子 慶進高

7-1015 宮本 泰成 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 岡山商科大

1791 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 田部高

1022 高木　琢也 ﾀｶｷﾞ ﾀｸﾔ 男子 岩国高

1794 友松　弘斗 ﾄﾓﾏﾂ ﾋﾛﾄ 男子 田部高

1282 池田　佳生 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 男子 新南陽高

1722 但馬　敦也 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 男子 宇部高専

1679 西村　瀬那 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 男子 厚狭高

7-1205 平野　一輝 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 男子 山口大

4416 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 男子 東ソー

4422 北村　洋祐 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 男子 東ソー

1395 岩本　拓海 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 防府高

1349 林　忠男 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ 男子 徳山商工高

7-211 下瀬　裕 ｼﾓｾ ﾕｳ 男子 広島経済大

7-811 小田　康太 ｵﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 徳山高専

1940 池﨑　亮祐 ｲｹｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 田部高

1308 多原　祐樹 ﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 徳山高専

1323 橋本　祥汰 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 徳山高専

1694 朝倉　龍生 ｱｻｸﾗ ﾘｭｳｷ 男子 宇部鴻城高

1557 吉川　知実 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 男子 山口県鴻城高

1216 大楽　憲矢 ﾀﾞｲﾗｸ ｹﾝﾔ 男子 光高

1324 山縣　翔 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳ 男子 徳山高専

5622 山本　浩次 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 ＨＳＣ

233 岩﨑　純矢 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 光高

1737 藤井　朋也 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ 男子 宇部工高

1704 香具　壮 ｺｳｸﾞ ﾀｹｼ 男子 慶進高

1125 森元　大道 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 男子 高水高

7-803 瀬田　大輔 ｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 東ソー

1421 松田　康平 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男子 防府商工高

1006 村中　龍之介 ﾑﾗﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 周防大島高

1769 綿屋　伊織 ﾜﾀﾔ ｲｵﾘ 男子 宇部高

19 蒲生　望 ｶﾞﾓｳ ﾉｿﾞﾑ 男子 山口高

7-1104 田内　祥汰 ﾀｳﾁ ｼｮｳﾀ 男子 下関市立大

1595 長光　勇典 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾕｳｽｹ 男子 山口高

1687 藤岡　翔大 ﾌｼﾞｵｶ ｼｮｳﾀ 男子 宇部鴻城高

1758 森山　祐樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 小野田工高

1684 熊野　幸太郎 ｸﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 宇部鴻城高

1343 谷口　聖也 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 徳山高専

1309 國廣　隼平 ｸﾆﾋﾛ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 徳山高専

2029 松村　厚志 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｼ 男子 徳山商工高

1392 杉山　拓哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 男子 防府高

1270 鈴木　孝佑 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 男子 南陽工高

1219 堅田　真伍 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 男子 光高

1077 大谷　修平 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 男子 徳山商工高

1870 山本　恵大 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 下関中央工高

2123 草場  大彰 ｸｻﾊﾞ ﾀｶｱｷ 男子 大津緑洋高

1682 岩本　脩哉 ｲﾜﾓﾄ ｼｭｳﾔ 男子 宇部鴻城高

1957 半晴　匠 ﾊﾝｾｲ ﾀｸﾐ 男子 下関商業高

1620 工藤　将馬 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 男子 宇部高

1208 周田　圭史 ｽﾀﾞ ｹｲｼﾞ 男子 岩国工高

1866 網本　翔太 ｱﾐﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 下関中央工高

1127 井関　涼太 ｲｾｷ ﾘｮｳﾀ 男子 高水高

1419 濱元　智成 ﾊﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ 男子 防府商工高

1561 松下　友哉 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 男子 山口中央高

1871 吉村　峻 ﾖｼﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 下関中央工高

1929 西本　豊陸 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 男子 下関中央工高

1441 福田　貴仁 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 男子 防府西高

1172 塩野　裕也 ｼｵﾉ ﾕｳﾔ 男子 岩国工高
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3460 村崎　心哉 ﾑﾗｻｷ ｼﾝﾔ 男子 大島郡陸協

1868 枡田　京 ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳ 男子 下関中央工高

1783 三家本　翔 ﾐｶﾓﾄ ｼｮｳ 男子 宇部鴻城高

1269 大橋　裕 ｵｵﾊｼ ﾕﾀｶ 男子 南陽工高

1727 井原　佳 ｲﾊﾗ ｹｲ 男子 宇部高専

1008 小佐　一季 ｺｻ ｶｽﾞｷ 男子 周防大島高

1128 石山　惠然 ｲｼﾔﾏ ｻﾄｼ 男子 高水高

1764 遠入　楓大 ｴﾝﾆｭｳ ﾌｳﾀ 男子 宇部高

5087 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 防府市陸協

1869 右寺　郁弥 ﾐｷﾞﾃﾗ ﾌﾐﾔ 男子 下関中央工高

2139 福田　圭佑 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 防府西高

7-454 三宅　祥太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 男子 山口大

1527 藤本　司 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂｶｻ 男子 山口県鴻城高

7-841 桑田 大貴 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 岡山商科大

1033 西村　凌 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 男子 岩国商高

1161 兼永　惇志 ｶﾈﾅｶﾞ ｱﾂｼ 男子 岩国高

1283 田村　怜陽 ﾀﾑﾗ ﾚｵ 男子 新南陽高

1228 山岡　竜太朗 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 野田学園中

1588 米澤　凌 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 防府商工高

1593 小林　遼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 男子 山口高

7-418 前田　祐欣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 防府市陸協
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7-182 横山　佳佑 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｽｹ 男子 環太平洋大

7-1019 坪根 勇生 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｳｷ 男子 岡山商科大

1487 坂東　靖崇 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾀｶ 男子 誠英高

7-1205 平野　一輝 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 男子 山口大

7-841 桑田 大貴 ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 岡山商科大

1470 日隈　凌 ﾋｸﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 西京高

1526 渡邉　悠二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 山口県鴻城高

1409 浅村　悟 ｱｻﾑﾗ ｻﾄﾙ 男子 防府商工高

1484 種子　龍太郎 ﾀﾈ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 誠英高

183 藤本　将丞 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 男子 防府高

1684 熊野　幸太郎 ｸﾏﾉ ｺｳﾀﾛｳ 男子 宇部鴻城高

1678 西村　栄太郎 ﾆｼﾑﾗ ｴｲﾀﾛｳ 男子 厚狭高

1125 森元　大道 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 男子 高水高

1251 中村　卓人 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 男子 徳山高

1828 内田　幸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 男子 長府高

3253 福田　浩二 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男子 宇部市陸協

7-456 平野　亮介 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｽｹ 男子 山口大

1395 岩本　拓海 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 防府高

1682 岩本　脩哉 ｲﾜﾓﾄ ｼｭｳﾔ 男子 宇部鴻城高

1617 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 宇部高

2023 岡　健太 ｵｶ ｹﾝﾀ 男子 萩商工高

7-808 三宅　恭平 ﾐﾔｹ ｷｮｳﾍｲ 男子 徳山高専

1349 林　忠男 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｵ 男子 徳山商工高

4416 神徳  毅 ｺｳﾄｸ ﾂﾖｼ 男子 東ソー

1439 縄田　來聖 ﾅﾜﾀ ﾗｲｾｲ 男子 宇部鴻城高

1268 上野　慶太郎 ｳｴﾉ  ｹｲﾀﾛｳ 男子 豊浦高

1948 中西　達也 ﾅｶﾆｼ  ﾀﾂﾔ 男子 豊浦高

2098 三好　遼太 ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ 男子 萩高

1006 村中　龍之介 ﾑﾗﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 周防大島高

1334 松本　優友 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 徳山高

1821 濱野　雄太 ﾊﾏﾉ  ﾕｳﾀ 男子 豊浦高

1829 縄田　勇貴 ﾅﾜﾀ ﾕｳｷ 男子 長府高

1598 徳永　優 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳ 男子 西京高

7-224 小野　勇輝 ｵﾉ ﾕｳｷ 男子 下関市立大

1219 堅田　真伍 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 男子 光高

1649 重本　和輝 ｼｹﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 宇部工高

1431 鮎川　真樹 ｱﾕｶﾜ ﾏｻｷ 男子 山口高

1647 小栗　祥立 ｵｸﾞﾘ ｼｮｳﾀ 男子 宇部工高

1528 広森　瑞季 ﾋﾛﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 男子 山口県鴻城高

1706 服部　孝太郎 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 男子 慶進高

1597 中藤　篤志 ﾅｶﾌｼﾞ ｱﾂｼ 男子 山口高

1834 宇野　翔也 ｳﾉ ｼｮｳﾔ 男子 長府高

1818 竹内　剛 ﾀｹｳﾁ  ﾂﾖｼ 男子 豊浦高

1621 坂本　匡祐 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 男子 宇部高

1741 小倉　英典 ｵｸﾞﾗ ｴｲｽｹ 男子 小野田工高

1830 沖村　亮太朗 ｵｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 長府高

1280 谷村　聡智 ﾀﾆﾑﾗ ﾄｼﾉﾘ 男子 新南陽高

1694 朝倉　龍生 ｱｻｸﾗ ﾘｭｳｷ 男子 宇部鴻城高

2029 松村　厚志 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｼ 男子 徳山商工高

1903 西川　優弥 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾔ 男子 下関商業高

1391 上田　祐司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 防府高

1943 才原　亮 ｻｲﾊﾞﾗ ﾘｮｳ 男子 田部高

1945 石和田　彰 ｲｼﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 男子 田部高

1623 末武　諄也 ｽｴﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 宇部高

1005 金元　一樹 ｶﾅﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 周防大島高

1281 江波　孝典 ｴﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ 男子 新南陽高

1767 川崎　悠丘 ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ 男子 宇部高

1831 河﨑　亮太 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 長府高

1628 吉村　史 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶｼ 男子 宇部高

2090 藤﨑　大吾 ﾌｼﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 萩商工高

1441 福田　貴仁 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 男子 防府西高

1944 松藤　功次朗 ﾏﾂﾌｼﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 男子 田部高

1542 吹上　泰之 ﾌｷｱｹﾞ ﾔｽﾕｷ 男子 野田学園高

1618 植田　博 ｳｴﾀ ﾋﾛｼ 男子 宇部高

1622 清水　諒 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 男子 宇部高

1127 井関　涼太 ｲｾｷ ﾘｮｳﾀ 男子 高水高

1963 勇川　夏海 ﾕｳｶﾜ ﾅﾂﾐ 男子 下関南高

1965 金木　智哉 ｶﾈｷ ﾄﾓﾔ 男子 下関南高
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1941 奥　海勇斗 ｵｸ ｶｲﾄ 男子 田部高

2138 津田　愉大 ﾂﾀﾞ ﾕﾀﾞｲ 男子 野田学園高

2125 重中　龍二 ｼｹﾞﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 男子 大津緑洋高

2065 松永　竜弥 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 男子 大津緑洋高

17 宮本　葵 ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ 男子 山口大

18 原田　大輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 山口大

1283 田村　怜陽 ﾀﾑﾗ ﾚｵ 男子 新南陽高

2139 福田　圭佑 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 防府西高
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8-54 篠森　聖司 ｼﾉﾓﾘ ｾｲｼﾞ 男子 山口合同ガス

7-150 藤川　和矢 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 男子 環太平洋大

7-151 三井田　与夢 ﾐｲﾀﾞ ｱﾄﾑ 男子 環太平洋大

7-932 野村　直己 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 山口大

1838 深堀　洋佑 ﾌｶﾎﾘ ﾖｳｽｹ 男子 下関西高

7-453 池崎　和海 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 男子 山口大

1713 松尾　周京 ﾏﾂｵ ｼｭｳｹｲ 男子 慶進高

1855 澁田　雄矢 ｼﾌﾞﾀ ﾕｳﾔ 男子 下関南高

7-185 吉村　海澄 ﾖｼﾑﾗ ｶｲﾄ 男子 環太平洋大

1160 藤本　大樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 男子 岩国工高

1246 屬　皓平 ｻｯｶ ｺｳﾍｲ 男子 徳山高

2013 磯村　知輝 ｲｿﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 萩高

1314 白井　史朗 ｼﾗｲ ﾌﾐｱｷ 男子 徳山高専

1859 西村　一樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 下関中等(後)

1497 小林　駿介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 男子 高川学園高

1413 尾平野　翔弥 ｵﾋﾞﾗﾉ ｼｮｳﾔ 男子 防府商工高

1642 嶋田　将大 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 東ソー

1498 柳井　渉平 ﾔﾅｲ ｼｮｳﾍｲ 男子 高川学園高

1217 河村　諒 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳ 男子 光高

1627 占部　玲於奈 ｳﾗﾍﾞ ﾚｵﾅ 男子 誠英高

1501 原田　建史朗 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 男子 高川学園高

1994 阿部　幹也 ｱﾍﾞ ﾐｷﾔ 男子 青嶺高

1244 大宅　裕之 ｵｵﾀｸ ﾋﾛﾕｷ 男子 徳山高

1738 宮川　大樹 ﾐﾔｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 宇部工高

1333 市枝　慶一郎 ｲﾁｴﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 徳山高

1814 志波　諒一 ｼﾊﾞ  ﾘｮｳｲﾁ 男子 豊浦高

1817 杉浦　巧 ｽｷﾞｳﾗ  ﾀｸﾐ 男子 豊浦高

1935 兼原　侑希 ｶﾈﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 下関工高

1364 井上　亮 ｲｳﾉｴ ﾘｮｳ 男子 徳山商工高

711 今岡　良太 ｲﾏｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 山口中央高

1906 小山　竜請 ｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 下関商業高

23 有間　裕人 ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ 男子 光井中

2092 吉浦　宏哉 ﾖｼｳﾗ ｺｳﾔ 男子 萩商工高

1955 宮本　雅也 ﾐﾔﾓﾄ  ﾏｻﾔ 男子 豊浦高

1399 平岡　翼 ﾋﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 下関中央工高

1310 山本　慎隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ 男子 徳山高専

5 河口　永遠 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾜ 男子 光高

1761 濵﨑　智樹 ﾊﾏｻｷ ﾄﾓｷ 男子 小野田高

2052 石﨑　敦也 ｲｼｻﾞｷ ｱﾂﾔ 男子 富田中

1659 畑尾　祐成 ﾊﾀｵ ﾕｳｾｲ 男子 小野田高

2065 松永　竜弥 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 男子 大津緑洋高

1562 三宝　帝斗 ｻﾝﾎﾟｳ ﾃｲﾄ 男子 山口中央高

1571 吉冨　恭平 ﾖｼﾄﾐ ｷｮｳﾍｲ 男子 防府高

6 田中　優大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 高川学園高

2000 田中　翔 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 男子 青嶺高

762 大田　敦士 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 男子 高川学園高

731 下間　聖 ｼﾓﾂﾏ ｱｷﾗ 男子 田布施中

1352 米澤　壮太 ﾖﾈｻﾞﾜ ｿｳﾀ 男子 徳山高専

1162 河村　和政 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 男子 岩国高

1736 井村　直道 ｲﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 男子 宇部工高

2086 河地  圭吾 ｶﾜｼﾞ ｹｲｺﾞ 男子 大津緑洋高

1318 藤井　琢磨 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾏ 男子 徳山高専

1403 濵田　貴司 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 男子 防府高

1584 中元　佑哉 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 防府商工高

1414 兼石　佳明 ｶﾈｲｼ ﾖｼｱｷ 男子 防府商工高

1581 岩﨑　悠太 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 男子 野田学園高

1752 三井　雅大 ﾐｲ ﾏｻﾋﾛ 男子 宇部中央高

5087 村田　純一 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 防府市陸協

4 岡村　健太郎 ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 高川学園高

5328 田中　泰洋 ﾀﾅｶ ﾀｲﾖｳ 男子 コウビン陸上

625 小林　親平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 下関中央工高

1094 藤原　想 ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳ 男子 下関中央工高

797 渡邉　虎之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 下関中央工高

1031 尾崎　祐希 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 男子 岩国商高

1032 菊池　裕太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 男子 岩国商高

1163 谷本　隆顕 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｱｷ 男子 岩国高

29 寺戸　仁 ﾃﾗﾄ ｼﾞﾝ 男子 新南陽高

756 西尾　健汰 ﾆｼｵ ｹﾝﾀ 男子 野田学園中
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1553 村上　知彌 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾔﾓ 男子 防府商工高

45 林　祐弥 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 男子 宇部中央高

4105 山崎　健太郎 ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 下関市陸協
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1545 中村　　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 男子 西京高

4530 河村　政伸 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 男子 トクヤマ

4990 橋本　雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 男子 武田薬品

4522 藤井　祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 男子 トクヤマ

3450 木村　直樹 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 防府市陸協

7-95 坂本　章 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 至誠館大

1316 富田　就斗 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 男子 徳山高専

7-453 池崎　和海 ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 男子 山口大

1498 柳井　渉平 ﾔﾅｲ ｼｮｳﾍｲ 男子 高川学園高

5704 兼中　孔士 ｶﾈﾅｶ ｺｳｼﾞ 男子 自衛隊山口

1549 福本　真大 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 男子 西京高

8-918 藤重　拓人 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾀｸﾄ 男子 福岡教育大

4991 濱本　栄太 ﾊﾏﾓﾄ ｴｲﾀ 男子 武田薬品

5720 山根　友貴 ﾔﾏﾈ ﾕｳｷ 男子 自衛隊山口

7-1331 東　祐弥 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾔ 男子 下関市立大

24 嶋村　直道 ｼﾏﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 男子 徳山高専

1838 深堀　洋佑 ﾌｶﾎﾘ ﾖｳｽｹ 男子 下関西高

1994 阿部　幹也 ｱﾍﾞ ﾐｷﾔ 男子 青嶺高

1713 松尾　周京 ﾏﾂｵ ｼｭｳｹｲ 男子 慶進高

1642 嶋田　将大 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 東ソー

1246 屬　皓平 ｻｯｶ ｺｳﾍｲ 男子 徳山高

2012 吉村　蓮 ﾖｼﾑﾗ ﾚﾝ 男子 萩高

1998 渡邊　賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 男子 青嶺高

1509 吉山　雄太 ﾖｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 男子 高川学園高

1547 花田　凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 男子 西京高

1503 川元　涼央 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｵ 男子 高川学園高

4382 佐伯　亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 山口県庁

1100 内山　陽文 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾌﾐ 男子 柳井商工高

1454 江藤　佑太 ｴﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 西京高

1824 三井田　陸斗 ﾐｲﾀﾞ  ﾘｸﾄ 男子 豊浦高

2028 原田　脩平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 東ソー

1709 片岡　陽 ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ 男子 慶進高

1458 田中　翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 西京高

1541 椎木　祐太 ｼｲﾉｷ ﾕｳﾀ 男子 高川学園高

1499 大島　拓也 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ 男子 高川学園高

1996 河村　旭彦 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾋｺ 男子 青嶺高

2013 磯村　知輝 ｲｿﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 萩高

5699 本廣　仁 ﾓﾄﾋﾛ ﾋﾄｼ 男子 自衛隊山口

1217 河村　諒 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳ 男子 光高

1951 浦岡　健 ｳﾗｵｶ  ﾀｹｼ 男子 豊浦高

1814 志波　諒一 ｼﾊﾞ  ﾘｮｳｲﾁ 男子 豊浦高

471 新宅　寛高 ｼﾝﾀｸ ﾋﾛﾀｶ 男子 藤山中

7-1212 清水　謙悟 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 山口大

5946 西村　知之 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 男子 Step

1413 尾平野　翔弥 ｵﾋﾞﾗﾉ ｼｮｳﾔ 男子 防府商工高

1457 塩田　　涼 ｼｵﾀ ﾘｮｳ 男子 西京高

1079 原田　大地 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 富田中

2058 澤村　久佳 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 男子 大津緑洋高

1099 石丸　聖師 ｲｼﾏﾙ ｻﾄｼ 男子 柳井商工高

7-1101 奥村　康大 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 下関市立大

5 河口　永遠 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾜ 男子 光高

1319 片岡　航大 ｶﾀｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 男子 徳山高専

1907 石村　優人 ｲｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 男子 下関商業高

390 小笠原　一貴 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｷ 男子 高川学園高

4440 生中　完治 ｲｸﾅｶ ｶﾝｼﾞ 男子 出光興産

1432 内田　祐紀哉 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷﾔ 男子 山口高

1864 船場　文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 男子 東ソー

1088 江本　翔太 ｴﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 東ソー

1999 山下　直希 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 男子 青嶺高

25 宮田　滉平 ﾐﾔﾀ ｺｳﾍｲ 男子 徳山高専

2095 野上　翔平 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 男子 青嶺高

1817 杉浦　巧 ｽｷﾞｳﾗ  ﾀｸﾐ 男子 豊浦高

33 本祥　良太 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 男子 柳井市陸協

1840 植木　琢也 ｳｴｷ ﾀｸﾔ 男子 下関西高

2001 山本　直哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 男子 青嶺高

5489 橋本　裕貴 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 柳井市陸協

960 石丸　大記 ｲｼﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 男子 柳井商工高

1342 橋羽　宏人 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾛﾄ 男子 徳山高専
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1573 藤井　大輔 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 防府高

1685 才原　翔斗 ｻｲﾊﾗ ｼｮｳﾄ 男子 宇部鴻城高

1733 榮福　知基 ｴｲﾌｸ ﾄﾓｷ 男子 宇部工高

7-972 木下　智貴 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｷ 男子 水産大

23 有間　裕人 ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ 男子 光井中

2032 馬場　優 ﾊﾞﾊﾞ ｽｸﾞﾙ 男子 萩商工高

1371 藤井　泰良 ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾗ 男子 西京高

1955 宮本　雅也 ﾐﾔﾓﾄ  ﾏｻﾔ 男子 豊浦高

1024 川嵜　拓海 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾐ 男子 岩国高

1247 田熊　辰徳 ﾀｸﾞﾏ ﾀﾂﾉﾘ 男子 徳山高

1587 木原　巧貴 ｷﾊﾗ ｺｳｷ 男子 防府商工高

7-460 倉田　京右 ｸﾗﾀ ｷｮｳｽｹ 男子 山口大

1273 窪井　隆仁 ｸﾎﾞｲ ﾀｶﾄ 男子 南陽工高

711 今岡　良太 ｲﾏｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 山口中央高

1922 岡田　和也 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 下関西高

1398 吉田　飛翔 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 防府高

1364 井上　亮 ｲｳﾉｴ ﾘｮｳ 男子 徳山商工高

2047 橘  武彦 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｹﾋｺ 男子 大津緑洋高

958 正木　智也 ﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 男子 柳井商工高

32 滝本　悠貴 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 柳井商工高

1275 道山　広志 ﾐﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 男子 南陽工高

1867 谷口　尚樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 下関中央工高

400 成松　丈 ﾅﾘﾏﾂ ｼﾞｮｳ 男子 萩東中

1692 山口　真弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 男子 宇部鴻城高

7-1297 花田　泰司 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 男子 水産大

2000 田中　翔 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 男子 青嶺高

1399 平岡　翼 ﾋﾗｵｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 下関中央工高

1149 久保　友雅 ｸﾎﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 岩国高

1600 岡本　勇二郎 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 山口南支援

1396 小田　修也 ｵﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 防府高

3296 森井　凌太 ﾓﾘｲ ﾘｮｳﾀ 男子 山口大医学部

1566 木村　瞭汰 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 山口高

2031 長安　一樹 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞｷ 男子 萩商工高

1402 原　洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 男子 防府高

1874 竹内　和生 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 男子 下関中央工高

1157 山本　滉隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 男子 柳井商工高

1052 村木　颯 ﾑﾗｷ ﾊﾔﾃ 男子 岩国工高

1274 竹光　恭佑 ﾀｹﾐﾂ ｷｮｳｽｹ 男子 南陽工高

1725 高尾　拓実 ﾀｶｵ ﾀｸﾐ 男子 宇部高専

13 藤井　光瑠 ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾙ 男子 光井中

1750 山内　幸輝 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｷ 男子 小野田高

1773 児玉　祥太郎 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 宇部高

1202 矢野　真巳 ﾔﾉ ﾏｻﾐ 男子 新南陽高

1843 小松　侑矢 ｺﾏﾂ ﾕｷﾔ 男子 誠英高

2094 吉村　了哉 ﾖｼﾑﾗ ｽﾐﾁｶ 男子 青嶺高

1954 松本　泰樹 ﾏﾂﾓﾄ  ﾀｲｷ 男子 豊浦高

972 和田　和樹 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 柳井商工高

1379 有清　靖矢 ｱﾘｷﾖ ｾｲﾔ 男子 柳井商工高

1530 寺西　将也 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳﾔ 男子 高川学園高

1890 中尾　　航 ﾅｶｵ ﾜﾀﾙ 男子 下関工高

1574 今井　大夢 ｲﾏｲ ﾀﾞｲﾑ 男子 防府高

1440 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 防府西高

1849 小松　朋矢 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 男子 誠英高

1928 中野　拓海 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 男子 下関中央工高

1695 濱脇 建伍 ﾊﾏﾜｷ ｹﾝｺﾞ 男子 宇部鴻城高

722 岡山　泰大 ｵｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 男子 田布施中

1770 丸山　太士 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｼ 男子 宇部高

1997 柴田　幸輝 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ 男子 青嶺高

1439 川島　章太郎 ｶﾜｼﾏｼｮｳﾀﾛｳ 男子 山口中央高

1403 濵田　貴司 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 男子 防府高

1361 有吉　達哉 ｱﾘﾖｼ ﾀﾂﾔ 男子 徳山高

1318 藤井　琢磨 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾏ 男子 徳山高専

4258 長井　隆俊 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾄｼ 男子 キャボット

1276 吉岡　大輝 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 南陽工高

1427 兼石　紘希 ｶﾈｲｼ ﾋﾛｷ 男子 誠英高

1877 秋山　裕太 ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 男子 下関工高

1774 迫野　翼虎 ｻｺﾉ ｲｷﾄﾗ 男子 宇部高

1586 井原　芳樹 ｲﾊﾗ ﾖｼｷ 男子 防府商工高
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1321 宇多　涼太朗 ｳﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 徳山高専

4028 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 男子 下関市陸協

841 井上　秀志 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 男子 高川学園中

1711 斎藤　健介 ｻｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 男子 慶進高

2113 谷川　将紀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 男子 青嶺高

1976 松本　悠希 ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｳｷ 男子 豊浦高

1752 三井　雅大 ﾐｲ ﾏｻﾋﾛ 男子 宇部中央高

1934 秋山　翔太 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 下関工高

1995 惠本　健太 ｴﾓﾄ ｹﾝﾀ 男子 青嶺高

7-810 吉村　雄輝 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 徳山高専

1872 伊藤　倫太郎 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 下関中央工高

1583 田原　直樹 ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 男子 防府商工高

2132 行重　裕登　 ﾕｸｼｹﾞ ﾕｳﾄ 男子 防府高

1655 沖村　孝史郎 ｵｷﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 男子 小野田高

756 西尾　健汰 ﾆｼｵ ｹﾝﾀ 男子 野田学園中

625 小林　親平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 下関中央工高

1094 藤原　想 ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳ 男子 下関中央工高

797 渡邉　虎之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 下関中央工高

1891 森本　秀則 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男子 下関工高

1935 兼原　侑希 ｶﾈﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 下関工高

1987 海老名　虹輝 ｴﾋﾞﾅ ｺｳｷ 男子 下関工高

1988 田島　圭一朗 ﾀｼﾞﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 下関工高

2 武田　雅裕 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 下関工高

1055 中嶋　恭介 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｽｹ 男子 南陽工高

2128 伊関　涼二 ｲｾｷ ﾘｮｳｼﾞ 男子 大津緑洋高

1724 木谷　匠 ｷﾀﾆ ﾀｸﾐ 男子 宇部高専

28 田中　裕治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 男子 新南陽高

29 寺戸　仁 ﾃﾗﾄ ｼﾞﾝ 男子 新南陽高

1179 小方　祥平 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 男子 柳井高

1177 石川　歩夢 ｲｼｶﾜ ｱﾕﾑ 男子 柳井高

2074 西林　佳人 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄ 男子 至誠館大

37 玉井　一真 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾏ 男子 萩商工高

1578 小村　純太 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 男子 野田学園高

1553 村上　知彌 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾔﾓ 男子 防府商工高

1411 井上　滉大 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 男子 防府商工高

1425 小野村　甚哉 ｵﾉﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ 男子 山口高

1596 桐原　尚昭 ｷﾘﾊﾗ ﾅｵｱｷ 男子 山口高
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1550 渡邉　貴典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｶﾉﾘ 男子 西京高

61 吉岡　龍一 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ 男子 徳山高

4900 藤本　正洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 男子 光市陸協

830 森本　直樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 西京高

47 稲田　光希 ｲﾅﾀﾞ  ｺｳｷ 男子 豊浦高

112 雲井　峻太 ｸﾓｲ ｼｭﾝﾀ 男子 西京高

1528 山田　拓磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 西京高

289 吉井　道歩 ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ 男子 田布施中

149 岩本　夏貴 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ 男子 西京高

1508 長岡　岬汰 ﾅｶﾞｵｶ ｺｳﾀ 男子 高川学園高

84 野村　健太 ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 男子 富田中

986 谷村　龍生 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 西京高

82 川田　啓祐 ｶﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 富田中

1094 廣中　拓磨 ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾏ 男子 岐陽中

1548 久貞　海斗 ﾋｻｻﾀﾞ ｶｲﾄ 男子 西京高

74 田中　大稀 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 萩東中

1095 田中　寿和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 男子 岐陽中

1810 石田　大輝 ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 西京高

1505 伊藤　雄基 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 男子 高川学園高

40 大石　亮 ｵｵｲｼ  ﾘｮｳ 男子 青嶺高

476 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 藤山中

7 野村　岳央 ﾉﾑﾗ ﾀｹｵ 男子 高川学園高

42 鹿嶋　隆太 ｶｼﾏ  ﾘｭｳﾀ 男子 青嶺高

1401 原田　諒也 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 男子 防府高

1324 前野　成輝 ﾏｴﾉ  ｼｹﾞｷ 男子 豊浦高

1392 藪中　直樹 ﾔﾌﾞﾅｶ ﾅｵｷ 男子 高川学園高

1952 河村　嵩大 ｶﾜﾑﾗ  ﾀｶﾋﾛ 男子 豊浦高

35 河村　祥平 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 男子 西京高

1507 大野　達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 男子 高川学園高

694 石田　麗来 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 宇部鴻城高

41 岡部　裕也 ｵｶﾍﾞ  ﾕｳﾔ 男子 青嶺高

1770 田村　友佑 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岩国工高

24 武居　尚輝 ﾀｹｽｴ ﾅｵｷ 男子 高川学園中

1779 瀬原　義則 ｾﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 男子 宇部鴻城高

1936 村井　佑輔 ﾑﾗｲ ﾕｳｽｹ 男子 下関工高

1938 上田　千揮 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 下関工高

1937 都留　優大 ﾂﾙ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 下関工高

1983 豊田　頌平 ﾄﾖﾀ ｼｮｳﾍｲ 男子 下関工高

3 岡本　和久 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 男子 下関工高

39 伊藤　孝二 ｲﾄｳ  ｺｳｼﾞ 男子 青嶺高

43 福永　誠 ﾌｸﾅｶﾞ  ﾏｺﾄ 男子 青嶺高

1586 井原　芳樹 ｲﾊﾗ ﾖｼｷ 男子 防府商工高

1583 田原　直樹 ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 男子 防府商工高
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4990 橋本　雅史 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 男子 武田薬品

4568 福田　将治 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 男子 東ソー

4991 濱本　栄太 ﾊﾏﾓﾄ ｴｲﾀ 男子 武田薬品

4994 松藤　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 男子 武田薬品

1545 中村　　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 男子 西京高

7-95 坂本　章 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 至誠館大

4992 寺田　裕成 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ 男子 武田薬品

1547 花田　凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 男子 西京高

1454 江藤　佑太 ｴﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 西京高

4-181 岡野　耕大 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 男子 信州大

5704 兼中　孔士 ｶﾈﾅｶ ｺｳｼﾞ 男子 自衛隊山口

1458 田中　翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 西京高

4414 金子　泰 ｶﾈｺ ﾔｽｼ 男子 東ソー

5712 立石　直人 ﾀﾃｲｼ ﾅｵﾄ 男子 自衛隊山口

7-1331 東　祐弥 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾔ 男子 下関市立大

1456 神﨑　　裕 ｺｳｻﾞｷ ﾋﾛｼ 男子 西京高

4993 横尾　太祐 ﾖｺｵ ﾀｲｽｹ 男子 武田薬品

4996 中崎　洸 ﾅｶｻｷ ﾋﾛｼ 男子 武田薬品

1549 福本　真大 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 男子 西京高

7-706 江浪　修平 ｴﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ 男子 愛媛大

1457 塩田　　涼 ｼｵﾀ ﾘｮｳ 男子 西京高

5719 加藤　輝一 ｶﾄｳ ｷｲﾁ 男子 自衛隊山口

3687 吉本　泰輔 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｽｹ 男子 東洋鋼鈑

8-414 木下　幸大 ｷｼﾀ ﾕｷﾋﾛ 男子 福岡大

4436 磯村　俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 東ソー

4382 佐伯　亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 山口県庁

7-885 中村　勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 至誠館大

1455 大田　敦士 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 男子 西京高

1998 渡邊　賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 男子 青嶺高

1824 三井田　陸斗 ﾐｲﾀﾞ  ﾘｸﾄ 男子 豊浦高

1453 松田　大樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 至誠館大

1953 坂倉　柊哉 ｻｶｸﾗ  ｼｭｳﾔ 男子 豊浦高

1391 徳永　涼 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ 男子 至誠館大

1102 笹木　航太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 男子 柳井商工高

3688 兼重　優介 ｶﾈｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 男子 東洋鋼鈑

7-708 國本　達磨 ｸﾆﾓﾄ ﾀﾂﾏ 男子 愛媛大

1492 赤星　佑弥 ｱｶﾎｼ ﾕｳﾔ 男子 広島経済大

1996 河村　旭彦 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙﾋｺ 男子 青嶺高

3218 吉永　拓磨 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 男子 宇部市陸協

4989 鶴田　健造 ﾂﾙﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 武田薬品

1693 山本　祐隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 男子 宇部鴻城高

2028 原田　脩平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 東ソー

7-1207 福田　遼太 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 山口大

3685 木村　祐一郎 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 東洋鋼鈑

5946 西村　知之 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 男子 Step

1685 才原　翔斗 ｻｲﾊﾗ ｼｮｳﾄ 男子 宇部鴻城高

5711 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 自衛隊山口

1867 谷口　尚樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 下関中央工高

1951 浦岡　健 ｳﾗｵｶ  ﾀｹｼ 男子 豊浦高

1546 野田　一輝 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 西京高

7-908 藤井　貴大 ﾌｼﾞｲ  ﾀｶﾋﾛ 男子 広島経済大

1106 守田　晃一朗 ﾓﾘﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 柳井商工高

1573 藤井　大輔 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 防府高

7-883 神田　圭太 ｼﾞﾝﾃﾞﾝ ｹｲﾀ 男子 至誠館大

3686 水原　航太 ﾐｽﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 男子 東洋鋼鈑

7-96 光永　大輝 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 至誠館大

2012 吉村　蓮 ﾖｼﾑﾗ ﾚﾝ 男子 萩高

7-386 大野　真寛 ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 福山大

2058 澤村　久佳 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 男子 大津緑洋高

1874 竹内　和生 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 男子 下関中央工高

1218 藤井　駿 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝ 男子 光高

1088 江本　翔太 ｴﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 東ソー

1820 中島　崚 ﾅｶｼﾏ  ﾘｮｳ 男子 豊浦高

1496 有井　洸将 ｱﾘｲ ﾋﾛﾏｻ 男子 高川学園高

1864 船場　文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 男子 東ソー

1692 山口　真弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 男子 宇部鴻城高

1931 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 下関中央工高

1242 石田　悠人 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 徳山高
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1215 佐々木　優斗 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 男子 光高

1432 内田　祐紀哉 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷﾔ 男子 山口高

2032 馬場　優 ﾊﾞﾊﾞ ｽｸﾞﾙ 男子 萩商工高

1247 田熊　辰徳 ﾀｸﾞﾏ ﾀﾂﾉﾘ 男子 徳山高

7-812 山本　翔太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 徳山高専

2101 瀧口　吉香 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 男子 萩高

1531 相本　翔 ｱｲﾓﾄ ｶｹﾙ 男子 高川学園高

1486 橋永　祐介 ﾊｼﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ 男子 誠英高

1840 植木　琢也 ｳｴｷ ﾀｸﾔ 男子 下関西高

7-809 上杉　拓也 ｳｴｽｷﾞ ﾀｸﾔ 男子 徳山高専

3769 森本　琢也 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 宇部市陸協

1718 河根　拓哉 ｶﾜﾈ ﾀｸﾔ 男子 至誠館大

1709 片岡　陽 ｶﾀｵｶ ｱｷﾗ 男子 慶進高

4245 田中　淳文 ﾀﾅｶ ｱﾂﾌﾐ 男子 下関市陸協

7-231 山口　勝之　 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾕｷ 男子 下関市立大

1398 吉田　飛翔 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 防府高

5541 梅本　保則 ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 男子 山口市陸協

3220 江本　嵩至 ｴﾓﾄ ﾀｶｼ 男子 宇部市陸協

3273 繁永　博行 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 男子 宇部市陸協

7-1101 奥村　康大 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 下関市立大

1504 渡壁　祐 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾕｳ 男子 高川学園高

2095 野上　翔平 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 男子 青嶺高

2001 山本　直哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 男子 青嶺高

1273 窪井　隆仁 ｸﾎﾞｲ ﾀｶﾄ 男子 南陽工高

1999 山下　直希 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｷ 男子 青嶺高

1695 濱脇 建伍 ﾊﾏﾜｷ ｹﾝｺﾞ 男子 宇部鴻城高

1336 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 男子 徳山高

2047 橘  武彦 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｹﾋｺ 男子 大津緑洋高

1784 網本　龍弥 ｱﾐﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 宇部鴻城高

2031 長安　一樹 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞｷ 男子 萩商工高

4988 高橋　陽平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 男子 武田薬品

1396 小田　修也 ｵﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 防府高

1164 村木　優介 ﾑﾗｷ ﾕｳｽｹ 男子 岩国高

1402 原　洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 男子 防府高

1771 津崎　諒人 ﾂｻﾞｷ ﾏｻﾄ 男子 宇部高

1997 柴田　幸輝 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ 男子 青嶺高

1930 松浦　拓海 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ 男子 下関中央工高

1339 末次　佑行 ｽｴﾂｸﾞ ﾕｳｷ 男子 光高

1635 金子　侑雅 ｶﾈｺ ﾕｳｶﾞ 男子 東ソー

1928 中野　拓海 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 男子 下関中央工高

2092 吉浦　宏哉 ﾖｼｳﾗ ｺｳﾔ 男子 萩商工高

1696 末富　大輝 ｽｴﾄﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 男子 宇部鴻城高

1440 石川　亮太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 防府西高

1714 徳永　竜己 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ 男子 慶進高

4028 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 男子 下関市陸協

2094 吉村　了哉 ﾖｼﾑﾗ ｽﾐﾁｶ 男子 青嶺高

1169 福原　加巳 ﾌｸﾊﾗ ﾏｽﾐ 男子 岩国工高

1751 清水　椋 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 男子 小野田高

1712 信久　大樹 ﾉﾌﾞﾋｻ ﾄﾓｷ 男子 慶進高

2029 小松　和博 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 萩商工高

4258 長井　隆俊 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾄｼ 男子 キャボット

1591 桝村　浩行 ﾏｽﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 男子 山口高

1365 吉津　竜馬 ﾖｼﾂ ﾞﾘｮｳﾏ 男子 徳山商工高

1772 藤田　茂里 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｻﾄ 男子 宇部高

2113 谷川　将紀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 男子 青嶺高

1872 伊藤　倫太郎 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 下関中央工高

1252 西山　魁人 ﾆｼﾔﾏ ｶｲﾄ 男子 徳山高

1166 小田　颯太朗 ｵﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 岩国工高

1344 藤井　元輝 ﾌｼﾞｲ ﾓﾄｷ 男子 徳山高専

1695 田邊　修蔵 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 男子 下関中等(後)

2128 伊関　涼二 ｲｾｷ ﾘｮｳｼﾞ 男子 大津緑洋高

2048 若松屋　孝介 ﾜｶﾏﾂﾔ ｺｳｽｹ 男子 大津緑洋高

3228 伊賀　雅彦 ｲｶﾞ ﾏｻﾋｺ 男子 宇部市陸協

3050 井上　睦夫 ｲﾉｳｴ ﾑﾂｵ 男子 岩国市陸協

28 田中　裕治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 男子 新南陽高

815 岩田　啓希 ｲﾜﾀ ﾋﾛｷ 男子 誠英高

1574 今井　大夢 ｲﾏｲ ﾀﾞｲﾑ 男子 防府高

3154 金地　直哉 ｶﾅｼﾞ ﾅｵﾔ 男子 風月堂岩國
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男子5000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

3156 森田　達哉 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ 男子 風月堂岩國

1587 木原　巧貴 ｷﾊﾗ ｺｳｷ 男子 防府商工高

1424 西村　直 ﾆｼﾑﾗ ｽﾅｵ 男子 山口高
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男子10000m 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

4-181 岡野　耕大 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 男子 信州大

7-451 樫部　直人 ｶｼﾍﾞ ﾅｵﾄ 男子 山口大

4414 金子　泰 ｶﾈｺ ﾔｽｼ 男子 東ソー

5708 古庄　誠 ﾌﾙｼｮｳ ﾏｺﾄ 男子 自衛隊山口

5719 加藤　輝一 ｶﾄｳ ｷｲﾁ 男子 自衛隊山口

4206 頼岡　直也 ﾖﾘｵｶ ﾅｵﾔ 男子 山口合同ガス

4436 磯村　俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 東ソー

7-929 高見　雄飛 ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ 男子 山口大

5630 金子　誠一 ｶﾈｺ ｾｲｲﾁ 男子 山口県庁

7-457 松本　真澄 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ 男子 山口大

4205 斎藤　亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 男子 山口合同ガス
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男子5000mW 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

7-884 竹田　周平 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 至誠館大

2096 佐々木　貴裕 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 男子 萩高

2085 長瀬　秀雄 ﾅｶﾞｾ ﾋﾃﾞｵ 男子 大津緑洋高

1995 惠本　健太 ｴﾓﾄ ｹﾝﾀ 男子 青嶺高

3371 太田　勝巳 ｵｵﾀ ｶﾂﾐ 男子 創新A.C

1670 梶間　正樹 ｶｼﾞﾏ ﾏｻｷ 男子 小野田工高

3152 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 男子 風月堂岩國

1296 伊ヶ崎　満貴 ｲｶｻﾞｷ ﾐﾂﾀｶ 男子 聖光高

1680 藤谷　千休利 ﾌｼﾞﾀﾆ ｾﾝﾘ 男子 厚狭高

2049 永尾　陽介 ﾅｶﾞｵ ﾖｳｽｹ 男子 大津緑洋高

2046 大驛　正隆 ｵｵｴｷ ﾏｻﾀｶ 男子 大津緑洋高

1739 亀谷　海斗 ｶﾒﾀﾆ ｶｲﾄ 男子 宇部工高

1209 木原　侑也 ｷﾊﾗ ﾕｳﾔ 男子 萩高

2005 杉山　諒 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 山口県立大
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男子110mH(1.067m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

4132 杉本　渉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ 男子 白銀AC

7-879 藤野　雄基 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ 男子 徳山大

20 井上　翔遥 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 男子 西京高

7-1099 池田　聖也 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 男子 下関市立大

612 福本　治哉 ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙﾔ 男子 光高

1971 黒田　佳祐 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 下関西高

7-1345 川村　透 ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 男子 山口大

1845 久保　椋太郎 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 下関西高

2097 木村　昌哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 男子 萩高

1924 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 男子 下関西高

1745 藤井　直樹 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 男子 小野田工高

1793 小林　大将 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 男子 田部高

1422 宮本　唯輝光 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 男子 防府商工高

1646 足立　公平 ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 男子 宇部工高

2119 古澤　大地 ﾌﾙｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 男子 大津緑洋高
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男子400mH(0.914m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

1617 岩本　湧樹 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 宇部高

1828 内田　幸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 男子 長府高

1854 村田　拳弥 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾔ 男子 下関西高

1623 末武　諄也 ｽｴﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 宇部高

2014 小松　陸 ｺﾏﾂ ﾘｸ 男子 萩高

1513 谷口　諒 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 野田学園高

1852 佐々木　匡彦 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 男子 下関西高

1223 山田　純 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 男子 下松高

1822 肥喜里　祐人 ﾋｷﾘ  ﾕｳﾄ 男子 豊浦高

1050 川角　駿介 ｶﾜｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 岩国工高

2025 中村　友彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 男子 萩商工高

1471 小林　雅弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 男子 西京高

2066 三島　直也 ﾐｼﾏ ﾅｵﾔ 男子 大津緑洋高

1519 栗田　光希 ｸﾘﾀ ｺｳｷ 男子 野田学園高

1646 足立　公平 ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ 男子 宇部工高

1598 徳永　優 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳ 男子 西京高

1925 渡部　勇作 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｻｸ 男子 下関西高

1397 廣田　瑞樹 ﾋﾛﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 防府高

1653 伊豫　遼太郎 ｲﾖ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 小野田高

1569 倉重　友輔 ｸﾗｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 男子 防府高

2063 藤田　裕大 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大津緑洋高

1170 奥本　一樹 ｵｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 岩国工高

1924 阿部　哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 男子 下関西高

1971 黒田　佳祐 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 下関西高

2086 河地  圭吾 ｶﾜｼﾞ ｹｲｺﾞ 男子 大津緑洋高

7-448 佐賀　祐介 ｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 男子 山口大

183 藤本　将丞 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ 男子 防府高

1551 山根　祐斗 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 男子 防府商工高

1585 馬場　明日真 ﾊﾞﾊﾞ ｱｽﾏ 男子 防府商工高
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男子3000mSC(0.914m) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

7-901 兼重　史穏 ｶﾈｼｹﾞ ｼｵﾝ 男子 広島経済大

4994 松藤　仁 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾄｼ 男子 武田薬品

5717 宮本　潤 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 男子 自衛隊山口

8-414 木下　幸大 ｷｼﾀ ﾕｷﾋﾛ 男子 福岡大

1456 神﨑　　裕 ｺｳｻﾞｷ ﾋﾛｼ 男子 西京高

1455 大田　敦士 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 男子 西京高

1546 野田　一輝 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 西京高

1490 古谷　龍斗 ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾄ 男子 高川学園高

7-386 大野　真寛 ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 福山大

7-452 岡崎　駿介 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 山口大

7-94 熊給　大貴 ｸﾏｷｭｳ ﾀﾞｲｷ 男子 至誠館大

7-1207 福田　遼太 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 山口大

1101 宇都宮　輝海 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾃﾙﾐ 男子 柳井商工高

1104 成川　大樹 ﾅﾘｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 柳井商工高

1823 廣澤　侑太郎 ﾋﾛｻﾜ  ﾕｳﾀﾛｳ 男子 豊浦高

1571 吉冨　恭平 ﾖｼﾄﾐ ｷｮｳﾍｲ 男子 防府高

1315 内田　翔 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳ 男子 徳山高専

1502 原田　海 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 男子 高川学園高

1931 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 下関中央工高

1258 中尾　樹希 ﾅｶｵ ｼﾞｭｷ 男子 徳山高

1325 田川　亮太 ﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 徳山高専

1710 河口　徳秀 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾃﾞ 男子 慶進高

1919 久野　元也 ｸﾉ ﾓﾄﾔ 男子 下関西高

2029 小松　和博 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 萩商工高

1584 中元　佑哉 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 防府商工高

1414 兼石　佳明 ｶﾈｲｼ ﾖｼｱｷ 男子 防府商工高

1930 松浦　拓海 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ 男子 下関中央工高

1921 山田　和哉 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 下関西高

1973 谷川　巧 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 下関西高

2048 若松屋　孝介 ﾜｶﾏﾂﾔ ｺｳｽｹ 男子 大津緑洋高

7-459 武田　佳佑 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 山口大

1203 原田　信一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 男子 新南陽高

3688 兼重　優介 ｶﾈｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 男子 東洋鋼鈑

2101 瀧口　吉香 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｯｶ 男子 萩高

1506 大亀　正義 ｵｵｶﾒ ﾀﾀﾞﾖｼ 男子 高川学園高
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男子4X100mR 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

1466 倉増　遼太郎 ｸﾗﾏｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 西京高

4660 秋本　真之介 ｱｷﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 男子 ＯＰＣ

1564 古木　宏典 ﾌﾙｷ ｺｳｽｹ 男子 山口高

1791 石川　順典 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｽｹ 男子 田部高

1525 小川　聖斗 ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 男子 山口県鴻城高

1836 河本　真成 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 男子 下関西高

1811 内田　凌汰 ｳﾁﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 男子 豊浦高

1416 末繁　潔 ｽｴｼｹﾞ ｷﾖｼ 男子 防府商工高

1480 有富　祐斗 ｱﾘﾄﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 誠英高

1764 遠入　楓大 ｴﾝﾆｭｳ ﾌｳﾀ 男子 宇部高

1647 小栗　祥立 ｵｸﾞﾘ ｼｮｳﾀ 男子 宇部工高

1708 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 男子 慶進高

1216 大楽　憲矢 ﾀﾞｲﾗｸ ｹﾝﾔ 男子 光高

1049 山中　秀晃 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 岩国工高

1144 坂岡　颯太 ｻｶｵｶ ｿｳﾀ 男子 周陽中

1866 網本　翔太 ｱﾐﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 下関中央工高

1341 河村　直英 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 男子 徳山高専

2021 中原　信 ﾅｶﾊﾗ ﾏｺﾄ 男子 萩商工高

1391 上田　祐司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 防府高

男子 岡山商科大

男子 宇部鴻城高

男子 白銀ＡＣ

男子 徳山商工高
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男子4X400mR 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

1480 有富　祐斗 ｱﾘﾄﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 誠英高

1839 松井　亮祐 ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ 男子 下関西高

1628 吉村　史 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶｼ 男子 宇部高

1649 重本　和輝 ｼｹﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 宇部工高

1811 内田　凌汰 ｳﾁﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 男子 豊浦高

1828 内田　幸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾕｷ 男子 長府高

1941 奥　海勇斗 ｵｸ ｶｲﾄ 男子 田部高

1866 網本　翔太 ｱﾐﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 下関中央工高

1855 澁田　雄矢 ｼﾌﾞﾀ ﾕｳﾔ 男子 下関南高

1525 小川　聖斗 ｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 男子 山口県鴻城高

1341 河村　直英 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 男子 徳山高専

1708 三輪　将也 ﾐﾜ ﾏｻﾔ 男子 慶進高

1638 大下　潤也 ｵｵｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 東ソー

1075 福永　亮平 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 柳井高

2022 山下　潤也 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 萩商工高

1466 倉増　遼太郎 ｸﾗﾏｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 西京高

1409 浅村　悟 ｱｻﾑﾗ ｻﾄﾙ 男子 防府商工高

7-445 小松　亮 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 男子 山口大

男子 岡山商科大

男子 下関商高

男子 防府高

男子 宇部鴻城高
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男子走高跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

3-1590 上川　凌平 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 男子 日本大

4667 杉井　亮太 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 ＯＰＣ

3067 松原　宏和 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 男子 岩国市陸協

1485 中村　遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 誠英高

947 西村　聡一郎 ﾆｼﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 山口大

7-1345 川村　透 ｶﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 男子 山口大

1271 藤井　悠弥 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 男子 南陽工高

7-437 山本　響 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 男子 山口大

1415 河邉　智弘 ｶﾜﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 防府商工高

19 山田　樹欄 ﾔﾏﾀﾞ  ｼﾞｭﾗﾝ 男子 山口県鴻城高

1129 北川　樹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾂｷ 男子 高水高

205 藤村　直 ﾌｼﾞﾑﾗ ｽﾅｵ 男子 徳地中

2100 金子　悠 ｶﾈｺ ﾕｳ 男子 萩高

4 諸橋　瞬 ﾓﾛﾊｼ ｼｭﾝ 男子 光高

1551 山根　祐斗 ﾔﾏﾈ ﾕｳﾄ 男子 防府商工高

2093 中本　遼太 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 萩商工高

7-273 阿部　光 ｱﾍﾞ ﾋｶﾘ 男子 福山平成大
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男子棒高跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

282 家本　大輝 ｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 誠英高

8-874 滝口　哲矢 ﾀｷｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 男子 九州共立大

1418 杉本　匠 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 防府商工高

7-930 首藤　彰吾 ｼｭﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 山口大

1049 山中　秀晃 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 岩国工高

3619 渡辺　佑次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 下松市陸協

1399 川間　羅聖 ｶﾜﾏ ﾗｷ 男子 防府高

1136 林　要瑠 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ 男子 華陽中

1393 廣政　伸太 ﾋﾛﾏｻ ｼﾝﾀ 男子 防府高

1139 田中　駿光 ﾀﾅｶ ﾄｼﾐﾂ 男子 華陽中

196 内記　愛翔 ﾅｲｷ ｱｲﾄ 男子 華陽中

1552 宮田　千実 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾏ 男子 防府商工高

1412 今岡　優 ｲﾏｵｶ ｽｸﾞﾙ 男子 防府商工高

1133 川口　泰典 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 男子 華陽中

1567 船橋　祐貴 ﾌﾅﾊｼ ﾕｳｷ 男子 防府高

3450 山本　雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 男子 大島郡陸協

4127 岩本　豊 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 男子 白銀AC
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男子走幅跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

1898 小田　大樹 ｵﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 日本大

4131 松崎　裕登 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 白銀AC

3636 佐々木　信一郎 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 下松市陸協

1461 松村　渉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 環太平洋大

4663 馬渕　竜希 ﾏﾌﾞﾁ ﾘｭｳｷ 男子 ＯＰＣ

1638 大下　潤也 ｵｵｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 東ソー

1438 蒲生　智 ｶﾞﾓｳ ｻﾄﾙ 男子 山口中央高

3-1589 淺田　伶駿 ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 日本大

7-282 伊藤　巧磨 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 男子 福山平成大

4669 福井　貴也 ﾌｸｲ ﾀｶﾔ 男子 ＯＰＣ

1520 沖　厚範 ｵｷ ｱﾂﾉﾘ 男子 野田学園高

1902 植野　智弥 ｳｴﾉ ﾄﾓﾔ 男子 下関商業高

7-1044 潮　良祐 ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ 男子 広島修道大

1851 桑原　雅弘 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 下関西高

342 藏永　善輝 ｸﾗﾅｶﾞ ﾖｼﾃﾙ 男子 右田中

1839 松井　亮祐 ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ 男子 下関西高

4661 冨野　晃嗣 ﾄﾐﾉ ｺｳｼﾞ 男子 ＯＰＣ

1473 河津　翔哉 ｶﾜﾂ ｼｮｳﾔ 男子 西京高

20 井上　翔遥 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾖｳ 男子 西京高

2121 宮本  拓実 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 大津緑洋高

7-926 吉田　春貴 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 山口大

1555 永田　拓也 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 男子 山口県鴻城高

1526 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 男子 西京高

1923 高橋　毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 男子 下関西高

2124 橋本  大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 大津緑洋高

1051 藤田　涼也 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 男子 岩国工高

1391 上田　祐司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男子 防府高

1420 福嶋　達也 ﾌｸｼﾏ ﾀﾂﾔ 男子 防府商工高

2091 宮本　涼平 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 男子 萩商工高

23 河村　至紀 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｷ 男子 徳山高専

1726 重岡　拓真 ｼｹﾞｵｶ ﾀｸﾏ 男子 宇部高専

1350 福田　拓夢 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾑ 男子 徳山商工高

1253 西山　徹 ﾆｼﾔﾏ ﾄｵﾙ 男子 徳山高

1480 有富　祐斗 ｱﾘﾄﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 誠英高

1648 川村　将広 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 宇部工高

700 堂面　風雅 ﾄﾞｳﾒﾝ ﾌｳｶﾞ 男子 西京高

2100 金子　悠 ｶﾈｺ ﾕｳ 男子 萩高

1362 荒巻　伸尭 ｱﾗﾏｷ ﾉﾌﾞｱｷ 男子 徳山高

5948 出戸端　望 ﾃﾞﾄﾊﾀ ﾉｿﾞﾑ 男子 Step

1171 山本　滉也 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔ 男子 岩国工高

1651 渡辺　空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 男子 宇部工高

4208 安田　衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 男子 山口合同ガス

8 重田　竜也 ｼｹﾞﾀ ﾘｭｳﾔ 男子 南陽工高

2024 金子　将大 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 男子 萩商工高

1206 福本　竜也 ﾌｸﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 野田学園高

1599 砂田　宗一郎 ｽﾅﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 野田学園高

1415 河邉　智弘 ｶﾜﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 防府商工高
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男子三段跳 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

4210 藤澤　圭祐 ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 男子 山口合同ガス

3-1589 淺田　伶駿 ｱｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 日本大

4129 川口　翔 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳ 男子 白銀AC

8-790 岩川　崇寛 ｲﾜｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 男子 福岡大

4133 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 男子 白銀AC

4752 塚本　英文 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ 男子 萩市陸協

7-931 山口　量皓 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 山口大

1810 内田　圭祐 ｳﾁﾀﾞ  ｹｲｽｹ 男子 豊浦高

7-926 吉田　春貴 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 山口大

4669 福井　貴也 ﾌｸｲ ﾀｶﾔ 男子 ＯＰＣ

1845 久保　椋太郎 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 下関西高

1245 河村　侑亮 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 徳山高

1520 沖　厚範 ｵｷ ｱﾂﾉﾘ 男子 野田学園高

3370 佐々木　翔太郎 ｻｻｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 創新A.C

1554 久保田　基幹 ｸﾎﾞﾀ ﾓﾄｷ 男子 山口県鴻城高

1650 田村　昌大 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 宇部工高

1902 植野　智弥 ｳｴﾉ ﾄﾓﾔ 男子 下関商業高

1468 後藤　慎平 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 西京高

1851 桑原　雅弘 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 下関西高

1793 小林　大将 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 男子 田部高

1648 川村　将広 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男子 宇部工高

1253 西山　徹 ﾆｼﾔﾏ ﾄｵﾙ 男子 徳山高

1343 谷口　聖也 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 徳山高専

2059 田中　翔大 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 大津緑洋高

1544 吉長　崇 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶｼ 男子 誠英高

2087 藤田　愰大 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大津緑洋高

7-454 三宅　祥太 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 男子 山口大

1418 杉本　匠 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 防府商工高
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男子砲丸投(7.260kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

5610 大橋　忠司 ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 男子 維新公園

1467 中川　大志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 男子 西京高

4524 堀澤　一将 ﾎﾘｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 男子 トクヤマ

7-700 珠山　信昭 ﾀﾏﾔﾏ ｼﾝｼｮｳ 男子 愛媛大

8-10 原田　翔平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 九州工業大

4207 伊藤　友彰 ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 男子 山口合同ガス

1313 竹中　司 ﾀｹﾅｶ ﾂｶｻ 男子 徳山高専

2035 兼原　翔 ｶﾈﾊﾗ ｼｮｳ 男子 奈古高

3023 山田　正行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 岩国市陸協

1563 田中　佑哉 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 男子 山口高

1317 寄岡　祐太郎 ﾖﾘｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 徳山高専

4074 曽我　法精 ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 男子 下関市陸協

1417 末永　竜希 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 男子 防府商工高

7 矢原　誠也 ﾔﾊﾗ ｾｲﾔ 男子 光高

1849 三好　遊理 ﾐﾖｼ ﾕｳﾘ 男子 下関西高

4024 澁田　憲治 ｼﾌﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 下関市陸協

73 猪熊　航太 ｲﾉｸﾏ ｺｳﾀ 男子 野田学園高

239 石村　蓮 ｲｼﾑﾗ ﾚﾝ 男子 岩国工高

1442 吉井　翔竜 ﾖｼｲ ｼｮｳﾘｭｳ 男子 防府西高
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男子円盤投(2.000kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

4093 関根　昂之 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 男子 下関市陸協

5771 笠本　英治 ｶｻﾓﾄ ｴｲｼﾞ 男子 TEAM長州

4130 中司　良 ﾅｶﾂｶ ﾘｮｳ 男子 白銀AC

1313 竹中　司 ﾀｹﾅｶ ﾂｶｻ 男子 徳山高専

1665 岩本　和也 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 男子 小野田工高

4074 曽我　法精 ｿｶﾞ ﾎｳｼｮｳ 男子 下関市陸協

4207 伊藤　友彰 ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 男子 山口合同ガス

2055 國弘　陵 ｸﾆﾋﾛ ﾘｮｳ 男子 大津緑洋高

7-1025 大塚　康平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 男子 広島大

1126 吉村　響太 ﾖｼﾑﾗ ｷｮｳﾀ 男子 高水高

1763 山本　健嗣 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 男子 小野田高

1836 河本　真成 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 男子 下関西高

2067 宮本　省吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 男子 大津緑洋高

1847 野村　優 ﾉﾑﾗ ﾕｳ 男子 下関西高

1728 渡部　大晴 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｲｾｲ 男子 小野田高

1926 渡辺　直希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 下関西高

1676 小路　真一朗 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 厚狭高

2115 村田　大介 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 萩商工高

2010 来島　良典 ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 男子 萩高
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男子ハンマー投(7.260kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

4211 小田　洋一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 男子 山口合同ガス

8-379 斉藤　有生 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 男子 福岡大

1481 岩本　賢弥 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 男子 誠英高

8-738 河本　直之 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 男子 九州情報大

2083 村山　竜也 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾂﾔ 男子 大津緑洋高

5780 伊藤　僚 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 男子 TEAM長州

5784 小野　功貴 ｵﾉ ｺｳｷ 男子 TEAM長州

7-1129 厚東　勇哉 ｺｳﾄｳ ﾕｳﾔ 男子 環太平洋大

1577 海野　拓馬 ｳﾐﾉ ﾀｸﾏ 男子 野田学園高

1394 岩橋　勇輝 ｲﾜﾊｼ ﾕｳｷ 男子 防府高

1570 白石　健気 ｼﾗｲｼ ﾀﾃｷ 男子 防府高
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男子やり投(0.800kg) 競技者一覧（競技別）

ﾅﾝﾊﾞｰ 陸連ｺｰﾄﾞ 氏名 ｶﾅ 性別 所属名

5772 林　賢征 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ 男子 TEAM長州

5782 下村　亮 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾗ 男子 TEAM長州

1330 伊藤　武尊 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 桜ケ丘高

5-30 市川　康太 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ 男子 名古屋大

4906 市川　宏文 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 男子 光市陸協

1677 高富　一誠 ﾀｶﾄﾐ ｲｯｾｲ 男子 厚狭高

1400 石光　貴司 ｲｼﾐﾂ ﾀｶｼ 男子 防府高

4202 菅﨑　裕樹 ｽｶﾞｻｷ ﾕｳｷ 男子 山口合同ガス

5779 柳村　勇気 ﾔﾅﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 TEAM長州

1942 佐藤　秀政 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾏｻ 男子 田部高

1517 村上　喬一 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｲﾁ 男子 野田学園高

7-1305 森崎　智貴 ﾓﾘｻｷ ﾄﾓｷ 男子 宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大

1920 矢ヶ部　晃大 ﾔｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 男子 下関西高

2131 金子　剛大 ｶﾈｺ ｺﾞｳﾀﾞｲ 男子 防府高

2115 村田　大介 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 萩商工高

3023 山田　正行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 岩国市陸協

1846 佐竹　大樹 ｻﾀｹ ﾀｲｷ 男子 下関西高

1870 山本　恵大 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 下関中央工高

1489 山本　翔 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾙ 男子 誠英高

2022 山下　潤也 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 萩商工高

1972 森下　和樹 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 男子 下関西高

2098 三好　遼太 ﾐﾖｼ ﾘｮｳﾀ 男子 萩高

2011 原　拓也 ﾊﾗ ﾀｸﾔ 男子 萩高

1008 小佐　一季 ｺｻ ｶｽﾞｷ 男子 周防大島高

1220 吉規　孝志 ﾖｼｷ ﾀｶｼ 男子 光高

2127 藤本　幸大郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男子 大津緑洋高

20 中村　梨央 ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ 男子 岩国商高

1577 海野　拓馬 ｳﾐﾉ ﾀｸﾏ 男子 野田学園高

1142 源内　駿平 ｹﾞﾝﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 高水高

7-936 永田　翔 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳ 男子 福山平成大
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